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痛い治療は
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自分の人生を より良く生きる
ために！
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〔10月1日現在〕栃木県の人口 1,908,380人（前月比774人減）世帯数809,252世帯（前月比376世帯増） 
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▼ 栃 木 県

はじめて
みよう！人生会議
皆さんは「人生会議」をご存じですか？ACP(Advance Care Planning)の
愛称で、人生の最終段階において、自分が受けたいと思う医療やケア(介護)
について、前もって考え、信頼できる人と繰り返し話し合い、共有する取組で
す。11月30日は人生会議の日。この機会に、あなたの“もしも”に備えて人生
会議を始めてみませんか。

ア ド バ ン ス ケ ア プランニング

　誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やけがをする可能性があります。しかし、命の危険
が迫った状態になると、約70％の方が、医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたり
することができなくなると言われています。
　元気なうちに、自分自身の大切にしていることや希望
などを前もって考え、周りの信頼できる人たちや医療・介
護の関係者と共有しておくことが重要です。

　次のステップを参考に、メモを取りながら人生会議をやってみましょう。

　　　　　　　　　　人生会議の必要性を多くの方
が感じていますが、「考えるきっかけがない」として、実
際に行動に移す方はまだまだ少ないのが現状です。

人生会議はなぜ必要？

やってみよう！人生会議

人生の終わりまで、自分らしく生きるために！

終活との違いは？

どちらも人生の

最終段階に向けての

準備です

人生会議は、個人の主体的な行いによって考え、進めるものです。知りたくない、考えたくない方への十分な
配慮をお願いします

※すべての項目に書き込むことができなくても大丈夫です。また、書いたメモを人の目に
付きやすいところに貼っておくと、周囲の人と話し合うきっかけになるかもしれません

お父さん、こん
な

ことを考えてい
た

んだ…今度詳し
く

聞いてみよう！

症状が悪化して
しまったらこん
な治療が必要に
なるみたいだ。

コ ラ ム

自分が大切にしていることや望
んでいること、どこでどのような
医療・ケアを受けたいか繰り返
し共有すること

お墓やお金、葬儀などの事前準
備、エンディングノートの作成など

人生の最終段階を想像し、あなたが大切にしていることや、どのような最
期を迎えたいかなどについて考えてみましょう

これからの医療やケアを考えるため、次のことなどを聞いてみましょう

自分の思いを信頼できる人や医療・介護
関係者に伝えて、話し合ってみましょう

心身の状態に応じた適切な説明や話し合いの機会が持てるよう、国で
はガイドラインを整備し、医療・介護従事者向けに研修を行っています

年

月 日

あなたが自分の気持ちを伝えられな
くなったときに、どこで、どのような
医療やケアを受けたいかについて、
あなたの代わりに相談し、話し合って
くれる信頼できる人を決めましょう

●自分の病名や病状
●今後予想される病状の経過
●治すことが難しい場合の理由
●治療や介護の方法で
起こる暮らしへの影響

病名など

受診している医療機関

考えた結果を書いてみましょう！

考えた結果を書いてみましょう！

話し合いで出た意見を書いてみま
しょう！

STEP1：考えてみましょう！

STEP2：信頼できる人を決めましょう！

STEP3：主治医に質問してみましょう！

安心してご相談ください

STEP4：話し合いましょう！

人の気持ちは、心身の状態に応じて日々変化するも
のです。その都度、繰り返し考え、話し合い、思いを共
有していきましょう

STEP5：繰り返し考え、共有しましょう！

場所

も っ と 知 り た い

主人公の女性が人生会議を進める
様子をストーリー仕立てでご紹介
しています。人生会議のきっかけ
作りとして、ぜひご覧ください

動画を見る

県民だよりに
書き込んだのは…

いつのメモなのか
分かるようにしよう！

※一般的に取り組んでいることの例

人
生
会
議

終
活

まずは自分から！

最期は住み慣れた自

宅で家族やペットと

一緒に過ごすことが

できたらなぁ…

お父さんは
どうしたい
と思うの？

さらに詳しい情報が
知りたい方はこちら

住職で医師の倉松俊弘氏による「『今を生きる』～いのち
とは～」を演題とした講演会

講演会に参加する

閲覧は
こちら

人生会議をどう思う？ 県民に聞いてみました！

約90％が

約40％が

このような
話し合いは必要！

考える
きっかけが
ない

この設問に回答した県民1,236人のうち

このうち

と回答。

と回答しています
出典：「令和4(2022)年度栃木県政世論調査」県広報課

しし
かかしし

ライトキューブ宇都宮3階中ホール
料金 無料
※電話で申し込みを（定員に達し次第受け付け終了）

定員 100名(先着)

9（一社）宇都宮市医師会事務局 ☎028-622-5255

ご家族で参加
しませんか？

調査の結果を見ると…

12/3
午後2時～

土
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栃木県の観光・イベント情報などをTwitter「栃木県」(ユーザー名は@pref_tochigi)､LINE｢栃木県｣(IDは@pref_tochigi)で配信中｡県の最新情報をチェック!

東西に延びる北関東自動車道で結ばれている茨城、
栃木、群馬の三県。各県とも自然や歴史的文化、新た
なレジャーなど、地域それぞれに魅力的な観光ス
ポットがたくさんあります。県内はもちろん、隣県
に足を伸ばして余暇を楽しんでみませんか。

　日本有数の温泉大国である群馬県は､日本百名山の赤
城山や谷川岳､流域面積日本一を誇る利根川など自然も豊かで､ゆった

りとした時間を過ごすことができます｡
　また、紅葉が美しくなるこの季節は、各地で
紅葉とのコラボレーションが楽しめます｡
　東洋のナイアガラともいわれる「吹割の滝」
（沼田市）では、壮大な滝と色鮮やかな紅葉が
見事な絶景を作り出します｡また「宝徳寺」（桐
生市）では全国的にも数少ない「床もみじ」が
特別公開されます｡その他、国の名勝に指定されている「吾妻峡」（東吾妻
町）や､冬桜と紅葉の競演が見られる「桜山公園」（藤岡市）など､群馬でしか
体験できない紅葉の絶景がたくさん！
　自然の魅力たっぷりの秋の群馬に､ぜひ
遊びに来てください！
9群馬県観光魅力創出課☎027-226-3386

　茨城県では､来年秋（令
和5（2023）年10～12月）に実施する

「アウトドア･食・新たな旅のスタイル」をテー
マとした「茨城デスティネーションキャンペー
ン※」に先立ち、今秋（令和4（2022）年10～12
月）に“プレキャンペーン”を行っています。 
　茨城自慢の海・山・川・湖などの豊かな自然
を舞台にした多種多様なアクティビティや旬の食を楽しめるコンテンツが満
載です。この機会に、新しい魅力いっぱいの“体験王国いばらき”にぜひお越
しください。

群馬県観光のオススメ 群馬県観光のオススメ

Ⓒ群馬県 ぐんまちゃん

観光・イベント情報
などをご紹介▶

9茨城県観光物産課☎029-301-3605

※デスティネーションキャンペーン（DC）と
は地域（県・市町村・観光事業者など）とJR
グループ6社（北海道・東日本・東海･西日本・
四国・九州）が一体となって行う、国内最大
規模の観光キャンペーンです

高速道路
情報サイト　対象エリア内の高速道路（上記地図上の実

線部分）が定額で自由に乗り降りできます。
●ETC限定
●要事前申し込み 2日間：普通車6,500円、軽自動車等5,000円

3日間：普通車7,500円、軽自動車等6,000円

巡って
　 満喫!

北関東

販売
価格

北 関 東 を にお 周 遊ト ク

栃木の
観光・旅行情報サイト

ふき

ほう とく じ

あがつまきょう

われ

ググっとぐんま公式サイト

茨城DC公式サイト
観光・イベン
ト情報など
をご紹介▶

9同企業お客さまセンター
☎0570-024-024 または 03-5308-2424 

NEXCO東日本企画

北関東周遊
フリーパス
北関東周遊
フリーパス

※この間で連続する2日間または3日間

11/30（水）11/30（水）まで！まで！

北
関

東自動車道

北
関

東自動車道北関東自動車道
北関東自動車道
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草津温泉湯畑 北茨城

ひたち
なか

友部
JCT

笠間西

土浦北

つくば
JCT

栃木都賀JCT

宇都宮

真岡

足利

那須高原スマート

西那須野
塩原

岩舟JCT

館林

久喜白岡
JCT

藤岡JCT

高崎JCT

渋川伊香保

水上

月夜野

富岡

碓氷軽井沢

寄居スマート 鉾田

茨城町
JCT
水戸大洗

茨 ひより
〔茨城県公認Vtuber〕

15
六角堂

12
笠間の菊まつり

11
筑波山もみじライトアップ
（12/4（日）まで※除外日あり） 1413かすみがうら市観光帆引き船

14
アクアワールド
茨城県大洗水族館

08
若竹の杜 若山農場

09
益子陶芸美術館

07

10

02
谷川岳ロープウェイ

06
 塩原温泉郷

龍王峡

03
伊香保温泉石段街

04
富岡製糸場

05
茂林寺
も りん じ

02

01

03

04

05 10

07

06

08

09

12

11

14

15
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　この季節の栃木県は、紅葉をはじめとし
たさまざまな魅力が満載｡｢龍王峡｣(日光市)や｢塩原温泉郷｣(那

須塩原市)などの紅葉、｢若竹の杜 若山農場｣(宇都宮市)の竹林ライトアップな
ど、この時期ならではの光景に出会えます。

　国の重要文化財に指定されている｢野木町煉瓦窯｣
(野木町)では､煉瓦窯と紅葉したメタセコイア並木の
色が美しく調和します。隣接したカフェで食事を楽し
みながら景色を眺めるのもお薦めです。
　ほかにも､｢益子陶芸美術館/
陶芸メッセ・益子｣(益子町)で
は､益子国際工芸交流事業

2022秋アーティスト･イン･レジデンスin益子として、イギリ
ス・リーチ工房の陶芸家を迎えて各種イベントが開かれます。
　｢とちぎ旅ネット｣でお気に入りの観光スポットを探して､お
出掛けしてみてはいかがでしょうか｡
9栃木県観光交流課☎028-623-3305

野木町煉瓦窯

栃木県
観光

栃木県
観光のオススメ

群馬県
観光

群馬県
観光のオススメ

いちごちゃんと
　　　たびとくん

｢とちぎ旅ネット｣
　県内の観光情報を多数掲載｡自分
だけのとちぎ旅を計画できるオリジ
ナルコース作成機能や旅館･ホテル
の検索､アクティビティ
の予約など､旅行前に役
に立つ機能も｡

北関東三県連携紙面交換企画

茨城県
観光

茨城県
観光のオススメ

宝徳寺の「床もみじ」

リンゴ狩り

野木町煉瓦窯と
メタセコイア並木

〈写真提供元〉
茨城大学五浦美術
文化研究所

（11/23（水・祝）まで）

（11/27（日）まで※要事前予約）

このほか｢首都圏出発プラン｣も！詳しくはこちら▲

さら
に　
　

おト
クに
旅す
る！

申し込み方法や適用条件などは都道府
県によって異なります｡詳細は旅行先
の都道府県のホームページでご確認を

全国旅行支援全国旅行支援

＆旅行代金の割引旅行代金の割引 地域で使える
クーポンの配付
地域で使える
クーポンの配付※上限あり
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　託児サービス2定員　4受験・参加料金　D応募・申込締切　9問合せ・申込先　F身障者用駐車場　G身障者用トイレ　Eオストメイト対応トイレマークの説明

Information

詳しくは
県HPで！

県のSNSは
こちらお知らせ講座・催し

県政 試験・募集 イベント

掲載内容は11月1日（火）時点の情報です。最新情報は県ホームページでご確認ください

「災害時におけるボランティア活動に
ついて」講演会　　　　　　　 FGE

福祉のお仕事就職フェア（県央エリ
ア）　　　　　　　　　　　 FGE

男性のワーク・ライフ・バランス講座［オ
ンライン］

栃木県障害者コミュニケーション
条例制定記念シンポジウム  FGE

◎11/23（水・祝）は閉館日です

栃木県本庁舎のお知らせ

　  自衛官採用試験（自衛官候補生）
●1次試験日：①11/20（日）・21（月）②12/11
（日）・12（月）③R5/1/15（日）・16（月）●対
象：18歳以上33歳未満の方D①11/9（水）
②12/1（木）③R5/1/4（水）
9自衛隊栃木地方協力本部☎028-634-3385

　  衛生福祉大学校入学試験
●試験日:R5/1/5(木)～10(火)※学科に
よって異なる4 4,400円●詳しくはホー
ムページで確認を
9同校☎028-645-9227

　  伝習生等募集のお知らせ
◎窯業技術支援センター
●対象：県内で窯業に従事
しようとする方●育成期
間：1年210名（選考）※試
験日：12/8（木）4無料D 11/25（金）
9同センター（益子町）☎0285-72-5221
◎紬織物技術支援センター
●対象：県内で結城紬の製織業務に従事
しようとする方●育成期間：1年2伝習生：
6名、研究生：2名（いずれも選考）※試験日：
12/14（水）4無料D 11/30（水）
9同センター（小山市）☎0285-49-0009

　  女性とシニアのミニ面接会
●①11/10（木）：茂木町民センターFGE

②11/18（金）：真岡市役所FG③11/22（火）：
矢板市生涯学習館FG④11/30（水）：道
の駅日光 日光街道ニコニコ本陣FGE（日
光市）⑤12/6（火）：宇都宮市総合コミュニ
ティセンターFG●①～④：午後1時30分～
3時30分、⑤午前10時～正午
※いずれも●対象：就職を希望する女性・
高齢者230名（先着）4無料
9ワークエントリー☎028-612-8643

　  福祉・介護職スタート講座   　　FG

●11/18（金）午前10時～午後0時15分
●特別養護老人ホームみどり・みどりの
樹（宇都宮市）●対象：福祉・介護職を希望
する方210名（先着）4無料
9福祉人材・研修センター☎028-643-5622

●11/27（日）午後1時～3時●宇都宮市総
合福祉センター●被災した視覚障害者へ
の支援方法や視覚障害者自身の対応を学
ぶ講演215名（先着）4無料D申込期間：
11/7（月）～15（火） 
9栃木県視覚障害者福祉協会
☎028-625-4990

　  子育て中ママ向けミニ面接会
●①11/28（月）：雀宮地区市民センター
FG E（宇都宮市）②11/29（火）：小山市
立中央公民館FG※いずれも●午前10時～
正午230名（先着）4無料
9ワークエントリー☎028-612-8643

　  とちぎ住宅セミナー［オンライン］
●11/29（火）●長期優良住宅法の改正内
容や昨今の省エネルギー施策の動向等に
ついての講習260名4無料（通信費等は
自己負担）D11/22（火）
9県住宅課☎028-623-2484

　  看護職のセカンドキャリアセミナーFGE

●12/2（金）午後1時～
3時●とちぎ健康の森
（宇都宮市）●多様な働
き方や自分に合った働
き方を考えるセミナー
220名（先着）4無料D11/25（金）
9栃木県看護協会☎028-625-6141

　　栃木県医療安全講習会　　　  FGE

●12/2（金）午後1時30分～3時30分●県
総合文化センター（宇都宮市）●演題：最
善の医療を選択するために必要なこと
260名（先着）4無料D12/1（木）
9県医療政策課☎028-623-3085

 
●12/3（土）午後1時～3時30分●とちぎ
福祉プラザ（宇都宮市）●求人事業所との
個別相談会等●対象：福祉・介護職を希望

する方（高校生を除く）4無料
9福祉人材・研修センター☎028-643-5622

●12/3（土）午後1時～3時30分●わかく
さアリーナ（宇都宮市）●求人事業所との
合同相談会等●対象：保育職を希望する
方（高校生を除く）4無料●託児は要予約
9とちぎ保育士・保育所支援センター
☎028-307-4194

●12/3（土）午後1時30分～3時30分●テー
マ：自分と家族のためのワーク・ライフ・バ
ランス～働き方改革を考え 生き方改革
を実践しよう!～2 80名（先着）4無料
（通信費等は自己負担）D11/23（水・祝）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

●12/4（日）●とちぎ健康の森（宇都宮市）
●共生社会に向けた障害者コミュニケー
ション支援に関するパネルディスカッショ
ン等2300名4無料●申込期間：11/14
（月）～30（水）
9県障害福祉課☎028-623-3020

　  男女共同参画スキルアップ講座 FG

●12/7（水）午後1時30分～3時30分●小山
市男女共同参画センター●テーマ：はじめ
てのSDGs224名（先着）4無料D11/29（火）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

　　秋のハンギングバスケット展 FGE

●11/20（日）まで●秋の花々を使った
アート作品を多数展示4大人410円、子
ども200円
9とちぎ花センター（栃木市）☎0282-55-5775

　　わくわくハッピーピザ作り（全3回）FG

●12/24（土）、25（日）、26（月）●家族で生
地からピザを手作り2各回30名（抽選）

41人500円D11/18（金）
9太平少年自然の家（栃木市）☎0282-24-8551

　　普及啓発・推進月間のお知らせ
◎児童虐待防止推進月間（11月）
●虐待かもと思ったら☎189（全国共通・
通話料無料）へ
9県こども政策課☎028-623-3061
◎計量記念日（11/1）、計量強調月間（11月）
●「計量は暮らしを支える社会の基盤」身
近にある「はかり」に注目してみましょう
9計量検定所☎028-667-9425
◎全国一斉「女性の人権ホットライン」強
化週間（11/18～24）
☎0570-070-810（午前8時30分～午後7時）
●女性に対するパートナーからの暴力等
の相談に人権擁護委員や法務局職員が対
応します
9県人権・青少年男女参画課☎028-623-3027

　　住宅無料電話相談
●R5/3/20（月）まで●住宅の新築や増改
築など、住まいに関する相談を受け付け
ています（相談内容に応じて、専門家の現
地派遣も可能）4無料（通話料は自己負担）
9栃木県建築士会☎028-639-3150

　　身体障害者巡回相談
●11/17（木）午後2時～4時●栃木市栃
木保健福祉センター25名（先着）4無料
D11/9（水）●お住まいの市町の障害福祉
担当課へ電話で申し込みを
9障害者総合相談所☎028-623-7010

　　令和5年版栃木県民手帳の販売
●県立美術館・博物館等
の入館料割引などの特典
付き●販売場所:県統計
協会(県庁本館7階統計課
内)や県内の書店等4 605円
9同課☎028-623-2242

保育のお仕事就職フェア（県央エリ
ア） 　　　　　　　　　    FGE

※インフルエンザ以外のワクチンは､
2週間以上の接種間隔が必要です

BA.1 BA.4-5
　生後6カ月以上4歳以下のお
子さまへの初回接種(3回接
種)を順次開始しています｡

　12歳以上の方への1･2回目接種に使用してい
る従来型ワクチンは､国からの供給が年内で終
了する予定です｡オミクロン株対応2価ワクチン
は1･2回目接種が完了しないと接種できません。

　オミクロン株BA.1対応型に加え､BA.4-5対
応型ワクチンの接種を順次開始しています｡
また､接種間隔が5カ月から3カ月に短縮され
たことにより､早い段階での接種が可能にな
りました｡

　今冬は、季節性インフルエンザとの同時流
行が懸念されています｡インフルエンザワク
チンは、新型コロナワクチンの接種日にかか
わらず、いつでも接種可能となり、また、同時
に接種することもできます｡

　新型コロナウイルス感染症は､
過去2年間､年末年始に流行しています｡年末前の
早い段階にワクチンを接種して備えましょう｡

インフル

コロナ

同時接種も可同時接種も可

オミクロン
株対応

オミクロン
株対応

ワクチンの種類や対象が色々
あって何が何だか･･･

一覧表で分かりやすく
ご案内しています9受診･ワクチン相談センター☎0570-052-092

新たなワクチン 乳幼児も接種可能に

インフルワクチン
との同時接種 1･2回目接種（12歳以上）

いずれか早く打てるワクチンの
接種をご検討ください

インフルエンザワクチンの
早期接種もご検討ください

1･2回目未接種の方は､年内に接種完了する
ことをご検討ください

積極的にお子さまの接種をご検討ください

　新型コロナウイルス感染症の治療や療養が
終わった後も症状が続いたり､新たに症状が出
現したりする場合があります(いわゆる後遺症)｡

　体調不良が続くと感じたら､
まずは､かかりつけ医や診断･治
療を受けた医療機関など､身近
な医療機関に相談しましょう｡

●治療の基本は､症状に応じた
｢対症療法｣です
●受診時には､一般の診療と同
様に自己負担が発生します

感 染 後 後 遺 症後 遺 症後 遺 症後 遺 症の

コロナ後遺症相談センター
0570-783-383

疲労感･倦怠感､関節痛､筋肉痛､
せき､喀痰､息切れ､胸痛､脱毛、
記憶障害、集中力低下 など

詳しくはこちら

受付時間:午後3時～9時
看護師が
対応します

第7波で多く
の人が感染！
その後の体調

は大丈夫？

こちらでも相談をお受けします

1回目
3週間 8週間

２回目 ３回目

ワクチン新型コロナ

代表的
な症状

かく たん

接種
間隔



県議会からのお知らせ

クイズ番組で獲得した賞金を
県に寄附してくださいました

ありがとうございましたありがとうございました

商品券

4

本紙に掲載しているイベント等のお知らせは、状況により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、基本的な感染対策の徹底をお願いします

抽選で
15名様 プレゼントコーナー

　郵便番号、住所、氏名、年齢、意見・感想を記入の上、
はがきまたは栃木県電子申請システムでご応募ください。
宛先

締切

〒320-8501　 栃木県電子申請システム▼

栃木県広報課「とちぎ県民だより」係
11/25（金）※12月中旬発送予定

ご意見募集！

※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

　生まれ育った場所であり､今の自分の骨格を
作ってくれた故郷です｡我々はお笑いの仕事をし
ていますが､栃木県で生まれ育ったおかげで他の
芸人とは違った特徴を出せているので本当に感
謝しています｡

　県立大田原高校の同級生として知り合
い､栃木弁の漫才を始める｡当時からアマ
チュアとしてローカル番組に出演 ｡
2000年、正式にコンビ結成｡2008年のM-1
グランプリ決勝進出を機に一気に全国区
へ｡2010年まで放送していた｢爆笑オンエ
アバトル｣(NHK)に出演するほか､現在も
｢Ｕ字工事の旅！発見｣(とちぎテレビ)や
｢秘密のケンミンSHOW｣(読売テレビ)な
どバラエティー番組に引っ張りだこ｡

福田さんにとって栃木県とは？

　コロナ禍になって初めてキャンプをしたという
方たちから｢栃木のキャンプ場に行ったけどすご
く良かったよ！｣という声を聞きました｡栃木県に
は他にもまだまだ知られていない魅力がたくさ
んあります｡従来の観光地プラス､今までは知ら
れていなかったアウトドアなどもPRしていけたら
と思います｡

今の栃木県について感じていること

　仕事柄色々な地方に行くのですが､やはり西日
本での知名度が低く､北関東は一緒くたにされて
しまいます｡全国の皆さんに｢栃木といえば○○｣
と言ってもらえるよう､これからも特産品､名産品
などを漫才のネタに練り込んで覚えてもらえるよ
うに頑張ります！

これからの栃木県に期待すること

　自然豊かな風景とおいしい空気です｡僕の生ま
れたところは大田原でも特に田舎で､子供の頃は
畑を手伝い､田んぼで野球をし､川で魚を釣り､山
でクワガタ捕りをした思い出でいっぱいです｡都
会では体験できないことが気軽にでき､いつのま
にか経験値として身に付いて､今の仕事に活かせ
ているので感謝です｡

益子さんにとって栃木県とは？

　プロスポーツチームが多く､身近にトップレベ
ルのプレーが見られるのはすごいことだと思いま
す｡また､餃子やいちご､佐野ラーメンなどが旅の
目的の一つになり､県外の方から｢おいしかった～｣
という感想を聞くたびに嬉しくなります。

今の栃木県について感じていること

　赤ちゃんからお年寄りまで平和で楽しく暮らせ
る場所であってほしいです｡そしてたくさんの方
に｢良い所で育ったな～｣と思ってもらえるように
なってほしい｡そのために我々もテレビで栃木の
PRや､漫才を頑張っていきたいと思います｡もし
スベってたら､ごめんねごめんねー！

これからの栃木県に期待すること

今回の語り手 U字工事
（お笑い芸人）

福田 薫さん
那須塩原市出身

益子 卓郎さん
大田原市出身

①次回の通常会議
11/30（水）：本会議（開議、議案上程）
12/ 2（金）、6（火）、7（水）
　　　　 ：本会議（質疑･質問）
12/ 9（金） ：常任委員会
12/14（水）：予算特別委員会（総括質疑）
12/15（木）：常任委員会
　　　　　 予算特別委員会（採決）
12/19（月）：本会議（採決、散会）
※予算特別委員会（採決）は午後2時、そ
の他は午前10時開始予定。なお、日程は
変更となる場合が
あります。詳細は県
議会ホームページ
でご確認ください

②県議会傍聴
　本会議や委員会はどなたでも傍聴で
きます。 ※傍聴人数を制限しています
③県議会中継・広報テレビ番組
　本会議（質疑･質問）
と予算特別委員会（総
括質疑）は、とちぎテレ
ビ、栃木放送（ラジオ）、県議会ホーム
ページで、本会議（開議、議案上程、採
決、散会）は県議会ホームページで生中
継します。また、県議会ハイライト（と
ちぎテレビ）の次回放送は、12/4（日）午
後5時30分～6時です。
9県議会事務局
①議事課☎028-623-3761
②総務課☎028-623-3753
③政策調査課☎028-623-3772

栃木県立文書館

　水戸藩の宝永改革において、20カ村を
統括する郷代官を務めた小口村(現那珂
川町)の大金久衛門重安、大谷石の近代産
業化に尽くし、政治家としても活躍した
渡辺陳平、薪を背負った少年の像で馴染
み深い農村復興の
指導者、二宮尊徳。
　本展では、この
3人を取り上げ、本
県での活動をご紹
介します。

企画展
「第7回 栃木の人物展」

会期：R5/10/15（日）まで　休館日は問い
合わせを
9同館（宇都宮市）☎028-623-3450

9同事業お客様コールセンター
☎028-341-2527

▲表彰状 当館寄託 (株)屏風岩
(渡邉久子家)文書

おおがね

わたなべちんぺい

きゅうえもんしげやす    

家計にも環境にも
やさしい家電を購入
しませんか？

家計にも環境にも
やさしい家電を購入
しませんか？

対象家電購入で

または　　　　をGET！
キャッシュレスポイント

商品券

　「観光キャッチコピー“本物の出会い栃
木”ロゴ入りマグカップ」をプレゼント！ ※色はおまかせ

最大30,000円分

対象品目 エアコン､冷蔵庫､LED照明
購入対象期間･申請受付期間
10/14(金)～R5/2/15(水)(予算の上限に
達し次第終了)
※申請は1人1回のみ
※県民の方限定

対象店舗･製品など
詳しくはこちら▼

TOCHIGI 文化ガイド

県政ラジオ番組　栃木放送｢県政インフォメーション｣月～金7:10～7:15、17:30～17:35　エフエム栃木｢マロニエインフォメーション｣月～木17:25～17:30、金17:28～17:33
○県民だよりの発行経費の一部に充てるため広告を掲載しています。広告の内容については、広告主にお問い合わせください この広報紙は、古紙パルプ配合率100％再生紙を使用しています 環境にやさしい大豆油インキを使用しています

第 167 回 知事コラム

～新たな仲間が
　　　　　　　加わった～

　我が家に草亀が引っ越してきた｡両親が育てていたのだが､

高齢で世話ができないからと､引き取ることにした｡

　今年で丸4年になるが､恒例の一家総出の田植えが最後に

なった5月連休に､取水口にへばり付いていた子亀を発見し､

縁起がよいと父母が育て始めたものだ｡我が家に初孫が誕生

して､初めての田植えでもあった｡亀も大きくなったが､孫はそ

れ以上に成長｡

　ところで､亀の他に「愛犬･愛メダカ･愛金魚」と現在暮らし

ている｡メダカも父から分けてもらったのが始まりだ｡愛犬以

外は､妻が専任育成部長である｡知り合いからは､愛犬を天国

に送った後､「今後のことを考え､寂しいけれどもう飼わない

ことにした」といった声を耳にする機会が増えた。

　健康や残りの人生とペットとの関係は悩ましい。「いちご一

会とちぎ国体･いちご一会とちぎ大会」を無事に済ませること

ができたと安堵したら､晩秋を迎えた｡季節の変わり目､ご自愛

ください｡


